
計画登載額
（千円）

予算要求額
（千円）

予算案
（千円）

34,023龍ケ崎市駅東駐輪場塗装工事 34,023 34,02313 交通防犯課 1025300 駐輪場管理運営費 市営駐輪場維持更新事業
利用者の快適性の向上と施設の長寿命化を図るため、外壁
及び内部の塗装工事を行います。

8,096基本設計、解体工事実施設計 8,096 8,09612 コミュニティ推進課 1025000 新長戸コミュニティセンター建設事業 長戸コミュニティセンターの建替え
旧長戸小学校跡地の有効利用の観点から、福祉避難所とし
ての機能を有するコミュニティセンターの建て替えを行いま
す。

39,485
コミュニティセンター設備改修工
事等

39,431 39,48511 コミュニティ推進課 1024900 コミュニティセンター管理費 コミュニティセンター設備の計画的更新
施設の安全性確保や利用者の利便性向上及び省エネ環境
に配慮するため、計画的に改修工事を実施します。

6,910計画策定 6,910 6,91010 スポーツ都市推進課 1105900 社会体育事務費 社会体育施設の長寿命化計画策定事業 社会体育施設の長寿命化計画を策定します。

2,222 7,2709 スポーツ都市推進課 1106400 総合運動公園等管理運営費 テニスコート改修事業

0 0掲示板保全 3,780
たつのこアリーナ等の施設を常に良好な状態に保ち、長寿命
化を図るため、計画的な改修を行います。

仮設トイレ新設工事
（龍ヶ岡公園）
監視カメラ設置（龍ヶ岡公園）
東屋改修工事（若柴公園）

2,222
市内4箇所のテニスコートの維持管理を図るため、改修を行
います。

8 スポーツ都市推進課 1106400 総合運動公園等管理運営費 たつのこスタジアム改修工事

3,325 3,325
メインアリーナ防球ネット設置
インバーター交換

3,815
たつのこアリーナ等の施設を常に良好な状態に保ち、長寿命
化を図るため、計画的な改修を行います。

7 スポーツ都市推進課 1106400 総合運動公園等管理運営費 たつのこアリーナ改修工事

10,659 10,659空調機更新工事 10,659元気サロン松葉館の空調機の更新を行います。6 健幸長寿課 1032750 高齢者いきいき活動支援事業 元気サロン松葉館空調機更新

2,257 2,257
LED照明リース
PAS交換

2,257
安全・安心な施設運営及び利用者の快適性向上のため、老
朽化した施設整備を計画的に更新します。

5 こども家庭課 1034200 さんさん館管理運営費 子育て支援施設管理運営費

3,795 3,795テラス床改修 3,795
保育業務における児童の安全確保を目的に、適正な施設の
維持管理を行います。

4 こども家庭課 1035900 公立保育所管理運営費 八原保育所施設維持管理事業

7,502 7,502
野外ステージ等改修工事・屋外
トイレ改修工事
東屋改修工事

7,502
経年劣化した建造物の改修を行い、健全な施設保全を図りま
す。

3 社会福祉課 1031300 ふれあいゾーン管理運営費 ふるさとふれあい公園改修工事

15,543 15,543
外壁改修工事
実施設計業務委託

15,543
経年劣化した建物等の改修工事を行い、健全な施設の管理
運営を行います。

2 社会福祉課 1031300 ふれあいゾーン管理運営費 ひまわり園改修工事

13,497 11,506
大型バス車庫塗装
庁舎個別施設計画業務委託

13,497市庁舎の施設設備の改修を行います。1 財政課 1022400 庁舎管理費
市庁舎設備改修事業（委託および改修
工事）
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16,687
非常放送設備改修
自動火災報知設備改修
実施設計業務委託

16,687 16,68726 文化・生涯学習課 1105600 文化会館管理運営費 文化会館大規模改修
利用者が安全に安心して施設を利用できるよう、経年劣化等
により老朽化が進んだ施設・設備等を更新します。

10,95425 文化・生涯学習課 1034400 放課後児童健全育成事業 放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブにおける空調室内機・室外機の更新工事。
学童保育ルーム利用児童及び職員の熱中症予防対策を行
います。

7,106
施設，設備の老朽危険個所の改
修工事

7,000 7,106

城ノ内小保育ルーム第二プレハ
ブ賃貸借
松葉小保育ルーム空調機更新
（A・Bルーム）

10,954 10,954

24 教育総務課 1104000 中学校施設整備事業 中学校施設整備事業（総量）
各中学校の教育環境の向上を図るため、施設の改修・更新
を適宜実施します。

9,745
施設，設備の老朽危険個所の改
修工事

10,000 9,74523 教育総務課 1103100 小学校施設整備事業 小学校施設整備事業（総量）
各小学校の教育環境の向上を図るため、施設の改修・更新
を適宜実施します。

6,666
遊具改修工事
定期点検

6,600 6,66622 教育総務課 1103100 小学校施設整備事業 小・中学校施設整備事業（遊具改修）
老朽化等による設備の損傷等について、計画的に改修を行
うことで機能回復を図り、教育環境を改善します。

7,661消防設備改修工事 7,000 7,66121 教育総務課
1103100
1104000

小学校施設整備事業
中学校施設整備事業

小・中学校施設整備事業（消防設備改
修）

法定点検に基づく設備の不具合箇所等について、計画的に
改修を行うことで安全・安心な学校施設を維持します。

8,866
城ノ内中
プール塗装工事
プール塗装工事　実施設計

8,866 8,86620 教育総務課 1104000 中学校施設整備事業 小学校施設整備事業（学校プール塗装）
経年劣化により、プールの塗装面が剝がれているため、再塗
装します。

5,038
給食用昇降機改修(愛宕中，長
山中)

5,038 5,03819 教育総務課 1104000 中学校施設整備事業
小・中学校施設整備事業（給食用昇降機
改修）

老朽化等による設備の損傷等について、計画的に改修を行
うことで機能回復を図り、教育環境を改善します。

7,436建具改修（愛宕中） 7,436 7,43618 教育総務課 1104000 中学校施設整備事業 小・中学校施設整備事業（建具改修）
老朽化等による設備の損傷等について、計画的に改修を行
うことで機能回復を図り、教育環境の向上を図ります。

3,45417 教育総務課 1103100 小学校施設整備事業
小・中学校施設整備事業（電気設備改
修）

老朽化等による設備の損傷等について、計画的に改修を行
うことで機能回復を図り、教育環境の向上を図ります。

9,229
葬祭室改装工事（壁・床・天井）
2次再燃室耐火物張替（2層目）
火葬棟外壁塗装実施設計費

9,471 9,229

PAS・ケーブル交換（八原小） 3,454 3,454

16 環境対策課 1042400 斎場管理運営費 斎場設備改修事業
老朽化が進行する施設整備や耐用年数経過が見込まれる
火葬炉設備を改修することで、設備の延命化を図り、安定し
た運営を行います。

14,956空気調和機改修工事 14,043 14,04315 農業政策課 1060900 農業公園農業ゾーン管理運営費 農業公園交流ターミナル改修事業
利用者の快適性・安全性の向上と施設の長寿命化を図るた
め、老朽化した設備を計画的に改修します。

17,633

長寿命化計画策定業務委託等
2階タイルカーペット張り替え
2階宿泊施設クロス張り替え
内装改修工事

42,836 41,33214 農業政策課 1060800 農業公園湯ったり館管理運営費 湯ったり館改修事業
利用者の快適性・安全性の向上と施設の長寿命化を図るた
め、老朽化した設備を計画的に改修します。
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3,647 3,614 3,614
議場映像・音響設備賃貸借
（H29.9～R4.8まで5年間リース契
約）

31 議会事務局 1010400 議会事務局費 議場放送設備更新
老朽化した議場放送設備の機器更新を行うことにより，安定
した議会運営を行います。

13,000 13,000 11,000
洗浄機・揚物機等大型機械修理
ボイラー配管等修理
整備保守・修理

30 学校給食センター 1106800 学校給食運営費
学校給食センター更新工事（第一調理
場・第二調理場）

安定して給食の提供ができるよう、老朽化した施設や厨房機
器の改修及び更新を行います。

22,793DB契約（測量・事前調査・設計） 57,137 60,30329 学校給食センター 1106900 新学校給食センター建設事業 龍ケ崎市学校給食センター整備事業
現行の学校給食センター第一調理場・第二調理場を一元化
し、新たな給食センターを建設することにより、衛生機能強化
による食の安全向上と効率的な運営を行います。

5,533消火用給水槽更新 5,533 5,53328 教育センター 1102200 教育センター管理費 トイレ改修，消火補給水槽更新工事
便器を和式から洋式に交換するとともに段差解消を行いま
す。消火補給水槽の更新工事を行います。

2,926外灯更新（LED化）工事 2,926 2,92627 文化・生涯学習課 1105500 歴史民俗資料館管理運営費 歴史民俗資料館大規模改修
利用者が安全に安心して施設を利用できるよう、経年劣化等
により老朽化が進んだ施設・設備等を更新します。
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